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食塩 中国111104 04 04 水産 柚子明太子　１２０ｇ 福岡県

プロセスチーズ フランス・中国111252 09 09 パン くるみとチーズクリームのパン　３個 東京都

白ごま ボリビア・スーダン・エクアドル・中国111317 07 07 惣菜食品 しそわかめちりめん　６０ｇ 鹿児島県

たけのこ 中国111350 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

きのこ 中国111431 11 11 加工食品 きのこクリームドリアソース（ポルチーニ風味）　１３０ｇ×２ 長野県

ごま 中国111503 12 12 調味料 四川風怪味ソース　５０ｇ×２ 福岡県

温州みかん 中国111554 14 14 菓子 お星さまゼリー（みつまめ）　１９０ｇ 新潟県

砂糖 中国

エビ 中国・バングラデシュ・ミャンマー（ビ
ルマ）

111619 14 14 菓子 えびジャンボ　１０枚 愛知県

ぶどう 中国120 07 07 惣菜食品 フルーツサラダヨーグルト　１３０ｇ×４ 北海道

もも白桃 中国

果実 中国

あずき 中国122 07 07 惣菜食品 白くまみたいな牛乳寒天　１１０ｇ×２ 栃木県

りょくとう乾燥 中国188 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

アカイカ 中国252 07 07 惣菜食品 シーフードグラタンセット　１セット 茨城県

ごま パラグアイ・中国332 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

アカイカ 中国400 08 08 冷凍食品 やわらかイカフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

たまねぎ 日本（国産）・中国408 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ　１ｋｇ 東京都

葉ねぎ 中国421 08 08 冷凍食品 ごま香るまろやか担担麺　２食５２８ｇ 香川県

ブロッコリー 中国423 08 08 冷凍食品 彩り野菜のトマトソーススパゲッティ　２４０ｇ×２ 埼玉県

マッシュルーム 中国

アサリ 中国424 08 08 冷凍食品 海老とあさりの塩スパゲティ（沖縄県産塩使用）　２１０ｇ×２ 静岡県

エビ 中国

※リストは以下の基準で作成しています。
・原材料中の配合比5％以上（調味料・香辛料等除く)の、中国産原材料のみを抜き出しています（国産品などは記載していません）。
・商品仕様書(商品の原材料や製造を取り決めた書類)で中国産と確認されているものを記載しています。
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たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

433 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

海藻パウダー 中国・韓国501 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

脱脂加工用大豆 インド・中国502 07 07 惣菜食品 ところてん（たれ・ふりかけ付）　１５０ｇ×３ 千葉県

魚肉すり身 中国521 07 07 惣菜食品 ごぼうちぎり揚げ　１３０ｇ 宮城県

たけのこ 中国527 07 07 惣菜食品 サラダベースはるさめ中華　１２５ｇ×２ 静岡県

緑豆はるさめ 中国

ひらたけ類ひらたけ 中国532 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

えだまめ 中国538 08 08 冷凍食品 七菜きんちゃく　５個１４０ｇ 大阪府

さといも 中国

れんこん 中国

普通はるさめ 中国543 08 08 冷凍食品 チャプチェ（韓国風春雨炒め）　１６０ｇ×２ 兵庫県

カニ 中国549 08 08 冷凍食品 かにしゅうまい　１０個２８０ｇ 香川県

ヒジキ 韓国・中国568 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

たまねぎ 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国・
ニュージーランド

578 08 08 冷凍食品 みつせ鶏焼きつくね串　８本２１６ｇ 佐賀県

たまねぎ 日本（国産）・中国・ニュージーランド582 07 07 惣菜食品 お弁当ミートボール　１０７ｇ×３ 千葉県

ワカメ 中国588 11 11 加工食品 ふりかけ詰め合せ５０袋　１００ｇ（２ｇ×５０袋） 静岡市

砂糖 タイ・南アフリカ・日本（国産）・中国

食塩 日本（国産）・中国

りんごピューレ 日本（国産）・中国611 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（甘口）　２００ｇ×４ 三重県

トマトペースト チリ・中国635 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

にんにくおろし 中国639 12 12 調味料 金門飯店回鍋肉の素　８０ｇ 福岡県

トウバンジャン 中国

※リストは以下の基準で作成しています。
・原材料中の配合比5％以上（調味料・香辛料等除く)の、中国産原材料のみを抜き出しています（国産品などは記載していません）。
・商品仕様書(商品の原材料や製造を取り決めた書類)で中国産と確認されているものを記載しています。
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りんご果汁 中国658 14 14 菓子 ミニカップゼリーフルーツ１００　３１５ｇ（１５ｇ×２１個） 福岡県

りんご果汁 中国659 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

温州みかん 中国660 14 14 菓子 お星さまゼリー（あんにん）　１９０ｇ 新潟県

砂糖 中国

いちご 中国669 14 14 菓子 ザク切りいちご　８ｇ×５食 長野県

ぶどう糖 中国674 14 14 菓子 やわらかドライ輪ぎりレモン　６０ｇ 長野県

※リストは以下の基準で作成しています。
・原材料中の配合比5％以上（調味料・香辛料等除く)の、中国産原材料のみを抜き出しています（国産品などは記載していません）。
・商品仕様書(商品の原材料や製造を取り決めた書類)で中国産と確認されているものを記載しています。


